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お問い合わせ トップ3



第2位 Fusion Team（10％）
• チーム管理者の移管方法

• プロジェクトに招待できない

• 招待されたプロジェクトのファイルが開けない

• 使用容量の確認方法

お問い合わせ トップ3

第1位 CAM（15％）
• エラー、警告が発生: 「内部CAMカーネルエラー」(データ、設定、環境等)

• 2D/3D負荷制御, 面取り, ミル加工でツールパスができない (設定、動作の問題)

• 取り残し加工（削り残しが発生）

• ツールライブラリに登録した工具データが表示されない

第3位 図面（9％）
• DXF出力したファイルが他のシステムで正しく表示されない

• PDF出力すると、表題欄が文字化けする

• 図面スケッチ機能の使い方

• 表題欄と図面テンプレートのカスタマイズ方法



よくお問い合わせいただく質問と
困ったときの解決ポイント



よくお問い合わせいただく質問①

Fusion Team の新しい管理者への
移管方法を教えてください



Fusion Teamの管理者の移管方法

解決ポイント：

有効な Fusion Team ライセンスを持つユーザ アカウントごとに、ひとつの Fusion Team を所有できます

解決策：

✓ 「新しい管理者」が、すでに Fusion Team を所有している場合

「退職者」の Fusion Team 内のプロジェクトを、「新しい管理者」の Fusion Team に転送

✓ 「新しい管理者」が、Fusion Team を所有していない場合

「現在の管理者」の Fusion Team ハブを再割り当て



Fusion Teamの管理者の移管方法

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000jvO.html?st=fusion%20team%20%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E3%81%AE%E7%A7%BB%E7%AE%A1


よくお問い合わせいただく質問②

Fusion 360 の図面で、図面テンプ
レートの作成と表題欄の作成を教え
てください。



図面テンプレートの作成

新しい図面を作成する際やチーム全体で一貫した標準を適

用できる図面テンプレートを作成できるため、後で時間と

労力を節約できます。

• 図面テンプレートで次の要素を作成または編集できます。

o ドキュメントの設定

o シート設定

o ［シート］

o 表題欄と図面枠

o ベースビューのプレースホルダ

o 投影ビューのプレースホルダ

o テーブルのプレースホルダ

o テキスト

o ［イメージ］



図面テンプレートの作成

1. [ファイル] > [新規図面テンプレート]から作成します。

2. テンプレート、製図規格、単位、シートサイズを選択し

ます。

3. 図面画面に切り替わります。

4. ビュー（プレース ホルダ）を配置します。

5. ドキュメントやシートの設定を調整します。

6. ツールバーで、次の項目を作成します。

• 追加のビュー プレースホルダ

• 表題欄、テキスト、イメージ

• シートを追加

7. [ファイル] > [保存] で図面テンプレートを保存します。

詳細な手順は、ヘルプをご覧ください。



図面テンプレートの作成

http://help.autodesk.com/view/NINVFUS/JPN/?guid=GUID-3BF032FB-8A2A-4905-831C-632175ACC2CB


表題欄の作成

1. [ファイル] > [新規図面テンプレート]から作成します。

2. テンプレート、製図規格、単位、シートサイズを選択し

ます。

3. 図面画面に切り替わります。

4. ブラウザで [シート設定] を展開します。

5. [表題欄 : xxxx] で右クリックします。

6. 新しい表題欄を選択します。

7. [ソース] に 既存から を選択します。(いきなり新規に作

ると難しいので)

8. [寸法基点ブロック] に元にする表題欄を選択します。

9. [名前] に任意の名前を入力します。

詳細な手順は、オートデスク ナレッジ ネットワーク

(AKN)をご覧ください。



表題欄の作成

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g000000L1vj.html


よくお問い合わせいただく質問③

[現在のデザインに挿入]すると、
部品(コンポーネント)が正しく
配置されません



[現在のデザインに挿入]すると、
部品(コンポーネント)が正しく
配置されません

部品図やサブアセンブリを挿入すると、部品の位置がずれ

たり、意図しない向きに配置されます

原因

挿入前に、移動した位置を保存していません

解決策

[位置をキャプチャ]して保存します



[現在のデザインに挿入]すると、部品(コンポーネント)が
正しく配置されません

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000004EjX.html


よくお問い合わせいただく質問④

Fusion 360が起動中や作業中にク
ラッシュします。



Fusion 360が起動中や作業中
にクラッシュします。

起動中や作業中に、Fusion 360がクラッシュします。以下の

いずれかが発生します。

• [エラー報告]ダイアログが表示されます。

• 白い画面やブルースクリーンが表示され、Fusion 360を強

制終了またはPCの再起動が必要な場合があります。

解決ポイント

• グラフィックスカードのドライバーや設定

• ご利用環境（動作環境、マルチモニター、周辺機器等）

解決策

• コンピューターを再起動します。

• グラフィックスカードのドライバーを確認/更新します。

• Fusion 360の自動クリーン アンインストールを実行します。

• [エラー報告]を送信後、サポートにお問い合わせください。

クラッシュ前に作業した内容や
実行したコマンドをお書き添えください。



Fusion 360が起動中や作業中にクラッシュします

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Fusion-360-is-crashing-too-often-what-should-I-do.html


よくお問い合わせいただく質問⑤

○○の機能はありますか。
今後、搭載の予定は？



○○の機能はありますか。
今後、搭載の予定は？

Fusion 360 日本語 フォーラム

製品テクニックや情報を共有、質問・解答したり、情報を

検索。

• Fusion 360のロードマップ更新 2020

o Fusion 360 今後の開発に向けた取り組みをご紹介。

• What’s New 2020

o Fusion 360 アップデート情報

o 新機能、機能強化、動作問題の改善をご紹介。

詳細は、フォーラムの投稿をご覧ください。

https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/bd-p/707
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/fusion-360-norodomappu-geng-xin-2020/td-p/9591860
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/what-s-new-2020/td-p/9276089


ジェネレーティブデザインは設計から製造までの
プロセスを加速させます

既存 新規



過去にいただいたお問い合わせ

ジェネレーティブデザインで
新しく追加されたソルバ※1について
知りたい。

※1 ソルバ: 入力条件に基づき、計算を実行するプログラムのことです。
計算する内部のアプローチはソルバごとに異なります。



ジェネレーティブデザインで新しく追加されるソルバ

• 市販ソルバ (従来)

＋

• 高度な物理特性ソルバ (プレビュー期間が終わり、実装済み)

＋

• 実験的なソルバ (現在のプレビュー機能としてON/OFF可)

●出力される結果のバリエーションが増えます

●選択肢の幅を広げるもの、より創造的なデザインが

生まれるきっかけとして各ソルバを利用してください



ジェネレーティブデザインの [高度な物理特性] ソルバ
について知りたい

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000lq1.html


お問い合わせのサポート情報



オートデスク ナレッジ ネットワーク
(AKN)

検索ポータルサイトでも検索できます。

お問い合わせいただいたご質問を基に、ナレッジ（サ

ポート情報）を作成して公開しています。

ご提供いただいたデータや情報は公開いたしませんので、

ご安心ください。(サブスクリプション契約では、守秘義

務の契約が交わされております。)

検索ポータルサイトでも、AKNのナレッジを検索できます。

検索のコツ：

• 検索ワードに「Fusion 360」を追加します。

• エラーメッセージも検索の助けになります。

https://knowledge.autodesk.com/ja


お問い合わせの窓口



テクニカルサポートへの
お問い合わせ方法

オートデスクのホームページから、簡単に
サポートへアクセスいただけるようになり
ました。

画面右下の「ハテナ」マークをクリックす
ると、「購入前のご相談」 から 「購入後
のサポート」まで、セルフサービス ある
いは サポートデスクに、お問合せいただ
けます。

詳しくは、右上のワードで検索ください！



テクニカルサポートへの
お問い合わせ方法

サブスクリプションをお持ちのお客様

❑電子メール

❑電話（*ご予約が必要です）

ご留意ください：

[製品とバージョンを選択］画面で、

製品に「Fusion 360」を選択すると、

「対象外」と表示されますが、

“バージョンを選択する必要がありません”

という意味です。



テクニカルサポートへのお問い合わせ方法

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g000000L1Pi.html


Fusion 360 - 日本語フォーラム 検索ワードは「fusion 360 フォーラム」

• 製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情

報を検索など使い方は様々です。お役立てください。

• Fusion 360のアップデートや障害の情報もいち早く

キャッチできます！

または下記の手順で開きます。

1. forums.autodesk.com にアクセスします。

2. [別の言語のフォーラム] をクリックします。

3. [日本語] をクリックします。

4. [Fusion 360 - 日本語] をクリックします。

https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/bd-p/707


サポートチームからのお願い



アンケートにご協力ください！

ご質問への回答後に、ご意見・ご感想を

お聞かせいただくアンケートをお送りし

ています。

• 容易にご質問いただけたか？（複雑で面倒ではなかったか）

• 技術サポート担当者の説明がわかりやすかったか、

親切で丁寧だったか？

お客様対応の向上と業務改善に向けた活動の

参考とさせていただきます。

ご協力のほど、よろしくお願いします。
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